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１.ソーシャルビジネスリソースセンターとは？

　我々は、地域や社会の諸問題をソーシャルビジネス（SB)を通して解決することを目
指し、SBを支援するソーシャルビジネスリソースセンター（SBRC)を設立します。
　具体的には国内外のソーシャルビジネスの実例・アイディアを収集し、その実現化の
為に各地に地域・社会問題解決のビジネスクラブ＝ソーシャルビジネスクラブ（SBC）
設立の支援、人材育成、ファンドの運営、企業への働きかけを行います。

３.ファンドの運営

　・ソーシャルビジネスファンド
　・私募債

１.SBC支援
　・設立支援
　・ボランティア/専門家/メンター/プロボノ
　　/投資家の紹介と仲介
　・国/自治体/財団等の支援策の紹介
　・国内外の事例/アイディア収集と紹介

２.ソーシャルビジネススクールの運営

　・通学スクール
　・Webスクール
　　

４.企業への活動

　・ソーシャルビジネスコンサルティング
　・CSR（企業の社会的責任）の支援
　・SRI（社会的責任投資）
　　

SBRCの機能

―２－

実例・アイディア収集実例・アイディア収集

集約・精査・まとめ集約・精査・まとめ

発表
（問題提起）

発表
（問題提起）

支援の呼掛け支援の呼掛け

【SBRCの活動】



　ソーシャルビジネスクラブの連携と競争

　サッカーのＪリーグを模範に、ソーシャルビジネスに取り組んでいる団
体をソーシャルビジネスクラブとし、リーグ内で切磋琢磨して成長するソー
シャルビジネスリーグ（ＳＢリーグ）を創設したいと考えています。
　アイディアを競い合う『アイディアリーグ』と、ビジネスを実践し競い合う
『ビジネスリーグ』の２つを併せ持つリーグを検討しています。このリーグ
の意味は、リーグ形式にしてお互いが競い合うことにより、ビジネスを活
性化させ、ソーシャルビジネスを広く世間に周知させ、関心をもってもらう
ことです。
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【ＳＢリーグ構想】

（ビジネスリーグ）

（アイディアリーグ）

昇格（起業）

㈱××ＳＢＣ、
(有)××ＳＢＣ

ＮＰＯ××ＳＢＣ、
××大学ＳＢＣ

etc

××大学ＳＢＣ、××自治会ＳＢＣ
㈱××ＳＢＣ、××ＳＢＣ

etc

（アイディアリーグ）
特徴　：　ソーシャルビジネスのアイディアを競い合う
大会　：　年4回開催し、実現可能性、ビジネス性、斬新/新奇性を審査

表彰　：　優秀アイディアに起業サポート支援金
Ｗｅｂ　：　一般の方にＳＢリーグのホームページから投票してもらう
その他　：　ビジネスアイディアを競売

（ビジネスリーグ）
特徴　：　ソーシャルビジネスを競い合う
大会　：　年１回開催し　活動内容、地域貢献度、ＨＰからの投票数、獲得サポーター数等で審査
表彰　：　優秀ＳＢＣを表彰（新潟県知事杯等）　助成金の支給（仮）
Ｗｅｂ　：　ＳＢＣのホームページを開設（活動内容・活動報告・会計報告・サポーター数・ブログ等）
その他　：　ビジネスを応援してくれるサポーターを獲得することも重要

（ＳＢＲＣの役割）
⇒ソーシャルビジネスリーグの運営（ＨＰの維持管理、広報活動、大会運営）
⇒クラウドファンディングの創設（Ｗｅｂ上に公開、資金調達を行う）
⇒公的資金の紹介と取得支援（助成金、補助金、融資）、申請サポート
⇒ボランティア/専門家/メンター/プロボノ/投資家の紹介と仲介

⇒国内外のソーシャルビジネスアイディアを収集し配信
⇒ソーシャルビジネススクールの開設（通学制、Ｗｅｂ制）
⇒企業のCSR（企業の社会的責任）支援

SBRC

SBC SBC

SBC SBC

全国のＳＢＣと関わる！

全国規模のリーグ

フェアで健全な
競争



　要するに！　①社会的課題にビジネス手法　　②利益追求　＜　社会的課題解決　　③やりがい・雇用の創出

　子育てや介護・福祉、地域活性化、環境保護などの様々な社会的課題の解決に向けて、住民やNPO、企業などがビジネス手法を用い
て取り組む事業を、ソーシャルビジネス（SB)といい、 SBが一般企業の営利事業と異なる点は、「利益の追求」よりも「社会的課題の解決」
に重点を置いている点です。

　SBは、定年退職した人が自分の強みを社会のために発揮したり、子育てを終えた女性がその経験を生かしたり、若者が社会問題の解
決に自分の生き方を見出したりするなど、「困っている人を支援したい」「自分の能力や技術を社会のために役立てたい」と考える様々な
立場の人々が、様々な形で社会と関わるビジネスです。それは、社会的課題の解決と同時に、活動をする人のやりがいにもつながりま

す。また、新たな雇用や新たな市場の創出にもつながります。　

２.ソーシャルビジネスとは？

（政府広報オンラインの画面）

ソーシャルビジネスのテーマソーシャルビジネスのテーマ

教育

高齢者
福祉

まちづくり

障害者
福祉

空地
空家

生きがい
づくり

地方創生

人口減少
農業

貧困

シェアリング

【社会的課題】
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災害復興

国際交流

（ソーシャルビジネス支援）

（日本政策金融公庫のホームページ）

ソーシャルビジネスのポイント

徹底したITの活用
ITを駆使することにより、徹底的な

効率化と利便性を図る。

ソーシャルビジネスのポイント

徹底したITの活用
ITを駆使することにより、徹底的な

効率化と利便性を図る。



ソーシャルビジネスを実践するにあたり、シェアリングエコノミーという選択に注目！

３.ソーシャルビジネスとしてのシェアリングエコノミー

　シェアリングエコノミーとは、場所・乗り物・モノ・人・お金などの遊休資産をインターネット上のプ
ラットフォームを介して個人間で貸借や売買、交換することでシェアしていく新しい経済の動き

【シェアリングエコノミーの領域】

（経済産業省の資料：一般社団法人　シェアリングエコノミー協会）

【シェアリングエコノミーの市場規模】
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10年後に世界で40兆円市場に成長す

るとの見方もある。

（総務省のホームページ）

　　　



４.ソーシャルビジネスのアイディア①
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（契約）

（提供）

【シェアリング・ファーム】

（利用）

（賃借料）

（管理・運営）

（賃借料）

（契約）

（宿泊用空家仲介）

「シェアリング・ファーム」（耕作放棄地・休耕地をシェアする）
　農家の高齢化、後継者等の問題で現在使用されていない耕作放棄地・休耕地は、病害虫の発生、雑草繁茂の原因、
用排水路の問題を引き起こします。耕作放棄地をシェアリングファームで有効活用することにより、農地が継続して使用
されることにより、農地として維持ができ、また、農業を始めたい人、週末だけ農業をしたい人などの要望を叶え農業参
加のハードルを低くします。シェアリングファームビジネスから、農業ビジネスへ展開し、地域の活性化、人口増加（移住）
に繋げることを最終目的としています。

・会員制レンタルファーム

・無料サービス（農機具貸し出し、肥料の提供、農業指導）
・シェアファーマー生産物の委託販売
・イベント開催（収穫祭、交流会、勉強会等）

【所有者】
耕作放棄地
休耕地

【利用者】
週末ファーマ
パートタイム農業

【農業法人】
シェアリング・ファーム管理運営



４.ソーシャルビジネスのアイディア②
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固定資産分の支払い

定期借家契約（3年～7年）

依頼
仲介

リフォーム
費用負担家賃

固定資産
税支払い

　『空家の賃貸化』

　・空家所有者からの依頼を受け、不動産業者と仲介する

　・不動産業者は所有者と定期借家契約を結ぶ（3年～7年）

　・不動産業者はリフォーム費用と固定資産税分を負担し、家賃収入を得る

　・所有者は固定資産税を支払う

　・所有者は管理リスクがなく、契約終了後リフォーム済物件が所有できる

「スペースアゲイン」（空家、空きスペースを活かす）
　空家空地の問題は、人口の減少により全国規模で増加しており、大きな社会問題になっております。空家空地の問題を個別に
みていくと様々な理由で空地空家になることが分かります。例えば、田舎の親の家を相続したが、都市に住んでおり、また処分す
るにも売れなくそのままになる。家主が長期入院や介護施設に入所した為空家になるなどです。
　空家空地の問題は、①放火による火災の危険性②老朽化による倒壊③犯罪の温床となる不法侵入の恐れ④景観の悪化など
です。近隣住民に深刻な被害をもたらすため、早期の解決が求められます。そこでスペースアゲインでは様々な解決策を提案し、
問題解決に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　（問題の背景）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　・相続、住人の介護施設への入所などの理由
　　　　　　　　　　　　　　　　・空家・空地化
　　　　　　　　　　　　　　　　・トラブル発生（放火、倒壊、景観の悪化など）
　　　　　　　　　　　　　　　　・個人の解決が難しい　⇒問題の顕在化

住人不在

空家化

トラブル発生

問題顕在化

（所有者）

（所有者の家族）

（投資家）

（利用者）

（不動産業者）

空家・空地

「ステークホルダー」（近隣住人）
（自治体） （スペースアゲイン） （利用者）

（不動産業者）（所有者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（解決策）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・不動産会社を通じ賃貸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・リフォームして賃貸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・シェアハウスへリフォーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事務所・店舗へリフォーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地域交流施設へリフォーム

スペース　　
アゲイン

相談（所有者）



「PX  プラントエクスチェンジ」　（植物を通じて仲間を増やす）
　家の木にできた柿を、家庭菜園でできたナスを、他の果実や野菜と交換できないか？びわを育てたいが、誰かくれな
いだろうか？珍しい紫陽花を持っているので、誰かにあげたい。などなど、庭の草木や菜園で採れた野菜など、欲しい
人・あげたい人を簡単に見つけることはできないだろうか？簡単にみつけることができれば、そこに植物を通じたコミュ
ニケショーンが生まれる。インターネットで簡単に実現するために「プラントエクスチェンジ」をWeb上に開設する。

『プラントエクスチェンジ』
　＊コンセプト　
　　　⇒誰でも簡単に参加可能
　＊登録
　　　・登録は個人もしくは団体で、定型のフォームに記入し登録
　　　・登録内容は、プラントに関係する全てで、庭木から、農産物の料理方法、　
　　　　農機具等の使い方まで多岐に渡る内容を登録
　＊機能
　　　⇒掲示板機能
　　　　・情報を交換（「欲しい」「あげます」「教えて」「イベント「募集」etc）
　　　⇒評判の口座機能
　　　　・会員双方が評価を受けることにより、信頼性を高める
　　　⇒ナレッジ登録機能
　　　　・農業、庭木・植物、農産物の調理方法などの知識を持った方が自分
　　　　　の知識をシェア
　　　⇒アーカイブ機能
　　　　・動画で、植物の育て方、調理方法、道具の使い方などをキーワード
　　　　　登録し、検索　
　　　⇒インストラクター機能
　　　　・各方面の専門家がインストラクターとして登録、会員からの質問に応える
　　　⇒お知らせ機能
　　　　・プラントエクスチェンジ主催のイベント情報（収穫祭、ファーマーズマーケット、
　　　　料理、教室、各種講習会など）
　＊その他
　　　・無償で提供の場合はポイントを付与、そのポイントはプラントエクスチェンジ
　　　主催のイベントで使用可能

プラント
エクスチェンジ

４.ソーシャルビジネスのアイディア③
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（所有者）

（所有者）

（所有者）

（所有者）

情報

情報

情報

情報

物々交換

物々交換

物
々
交
換

物
々
交
換

所有からシェアへ

（シェア）

（所有）

（所有）

（所有）



「ネクテル１」（健康補助食品製造販売）

　身近にあり、栄養価に富んだもの、例えば米ぬか・米研ぎ汁、柿酢、よもぎ、クマザサ、エゴマな、椿どを
活用し、健康食品を製造する。一昔前まで、日本の田舎で普通に使われていたものを再度見直し、健康
食品として活用する。

『ネクテル１』

＊含有成分と効能

　・　米ぬか・米研ぎ汁　：　フィチン、イノシトール、植物繊維、ビタミン群などで、
　　　　　　　　　　　　　　　　便秘解消、高血圧・認知症予防
　・　柿酢　　　　　　　　　：　ビタミンC、ポリフェノール、ミネラルなどで、高血圧
　　　　　　　　　　　　　　　　予防、抗酸化作用
　・　よもぎ　　　　　　　　：　クロロフィル、植物繊維、各種ビタミンなどで、高血圧
　　　　　　　　　　　　　　　　予防、コレステロールの下げる働き
　・　クマザサ　　　　　　：　葉緑素、バンフォリン、各種ビタミンなどで、免疫力
　　　　　　　　　　　　　　　　向上、胃腸病・糖尿病に効果
　・　エゴマ　　　　　　　　：　α-リノレン酸などで、認知症予防

　・　椿　　　　　　　　　　：　オレイン酸、リノール酸などで、抗酸化作用

＊課題

　・　製品化と効能の化学的根拠
　・　食品衛生方など各種法令、都道県条例
　・　届出・申請等
　・　特許
　・　販路（店舗・通販、国内・国外）

４.ソーシャルビジネスのアイディア④
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米

（米ぬか） （米研ぎ汁）

柿
（柿酢）

（環境製品ECOで製造）
（よもぎ）

（椿）

（クマザサ）

（エゴマ）

（健康食品・飲料）



４.ソーシャルビジネスのアイディア⑤

―９－

　シェア農園でできた旬の野菜など地元の食材を使い、ボランティアシェフによって料理された食事を、地域の高齢者と
子供が一緒に食べる。そのような食堂を運営できないだろうか？孤独な高齢者にコミュニケーションの場と栄養満点の
食事を提供。また、地域の家庭環境に恵まれない子供やそうでない子供にも栄養満点の食事とおじいちゃん、おばあちゃ
んとふれあえる場所を提供する。

　まさに「おじいちゃん、おばあちゃんの家」を巡回レストランバスで実現。「どこでも食堂」を展開していく。そこにはこれま
でに無い新しい地域のあり方がある。

【どこでも食堂】

『どこでも食堂』

＊ポイント

　・　地域の高齢者へコミュニティースペースを提供し、同時に悩み事へ
　　　の相談に乗る
　・　高齢者が子供達の先生
　・　バスなのでどこへでも移動できる

＊運営

　・　バスをレストランバスに改造（お座敷もあり）
　・　調理は他の場所で、作り盛付けるだけの状態にする
　・　シェア農園でできた野菜を使う
　・　高齢者のボランティアで運営（シェフとスタッフ）
　・　定期的に地域を巡回する
　・　高齢者には低価格で提供し、子供は無料で提供する
　・　地域を移動
　・　朝食〜午前のお茶〜ランチ〜午後のお茶〜夕食〜ビアガーデン
　・　バスを停車するスペースは、地域の空き地を利用する

（シェア農園の野菜）
（ボランティアシェフ）

（ボランティアスタッフ） （地域の協力）

「どこでも食堂」　（みんなで食べれば食事はきっと美味しい！）



４.ソーシャルビジネスのアイディア⑥
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「生きがいシェア」　（高齢者のいきいき交流促進！）

　高齢者の悩み（孤独、生活の不安、淋しさ、不便など）を解消し、生きがい作りをサポートするため様々な取り組みを行っ
てまいります。具体的には、①空家などを活用した地域交流センター②耕作放棄地などを利用したふるさと農園③高齢
者の悩み相談会④高齢者の仕事斡旋（ボランティアを含む）⑤高齢者のいきいきをサポートするスタッフの育成などです。

（地域交流センター）

生きがい作り

（居場所・仲間・役割）

（ふるさと農園）

（相談会） （仕事斡旋）

スタッフ育成

『生きがいシェア』

　＊地域交流センター　
　　　⇒空家を活用したセンターの開設
　　　　・各種イベントの実施（屋外イベント＆屋内イベント）
　　　　・サークル活動（園芸、手芸、映画、料理、読書etc）
　　　　・子供サロン（おばあちゃん、おじいちゃんの家）
　＊ふるさと農園
　　　⇒耕作放棄地を活用した農園の開園
　　　　・農業体験/栽培体験
　　　　・畑（ジャガイモ、サツマイモなど）/果樹園（梨、柿、ブドウetc）　

　＊相談会
　　　⇒専門スタッフによる相談会、電話もしくは訪問もあり
　　　　・日常生活の困りごと（健康、法律、終活、生活全般）
　＊仕事斡旋
　　　⇒生きがいとしての役割を提案
　　　　・ボランティアの紹介
　　　　・セールスレップ
　　　　・経験や知識を活用した仕事の提案
　＊スタッフの育成
　　　⇒事業の継続を目的にスタッフの育成を実施
　　　　・一定レベルのスキル取得と維持（実習と研修）
　　　　・知識の習得
　＊プラスして取り組む事業
　　　⇒地域の子供支援



「Share」（気軽に手軽に時間やスキルをシェアしよう！）

　ヒトは、顔に自分のことを紹介して歩いていない。どの様なスキル・経験を持っているのか、何を考えているのか分
からない。もし、それが分かればきっと相談したい、話したい、会いたいと思うだろう。

　それができたら楽しいだろう。それを実現できるアプリが「Share」である。

「Share相関図」

SHARE

App

SHARE

AppGive

上げます

Give

上げます

Take

下さい

Take

下さい

登録 登録

交信 交信

Action（行動）

（特徴）
・カテゴリー登録で簡単に求める人を探しだせる。
・GPS機能を活用し、近くの仲間とActionが可能になる。スマホの画面から仲

間を探し、タップし交信することが可能。
・無料アプリで会員制にし、セキュリティーの強化を図る。
・待つだけではなく、自ら発信することもできる。「バンドメンバー募集」とか
「恋人募集」など。
・GiveがShareすることにより、ポイントをゲット。ポイントは商品と交換。

（展開）
・CtoCからCtoB、Btocへと展開していく。Bからは手数料収入を見込む。

・時間、スキルだけではなく、モノなどもシェアする。

（手順）
①自分の紹介。スキル、経験などを簡潔に登
録する。「Give」「Take」の区別。
②Giveはコンタクトを待ち、Takeは探す。

③近くの仲間と交信する。
④Action（行動）を起こす。実施に会い、時間、

スキル、経験をシェアする。
⑤感想をコメントする。

自己紹介
　ネーム：Shinz

　性別：男性　年齢：６０代
カテゴリー：人生相談

　経歴：高校の教諭
　コメント：学生の進路相談を20年以

上行い、その経験を生かせます。
　評価：・・・・・・・・・・

GPS機能を活用

ビジアル的に所在地
が確認できる。
直ぐに対応可能な場
合は色で判断。それ以
外はメッセージを残す。

GPS機能を活用

ビジアル的に所在地
が確認できる。
直ぐに対応可能な場
合は色で判断。それ以
外はメッセージを残す。

写真入り
自己紹介

写真入り
自己紹介

４.ソーシャルビジネスのアイディア⑦
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「トーチライン」（定年は１００歳だ！）
　ソーシャルビジネスとしての営業代行業（セールスレップ）の運営。

セールスレップとして、リタイアした人を積極的に採用し、定年退職し
たサラリーマンの雇用拡大と社会参加を促す。そして、長年に渡り企
業で培った貴重な経験を定年で無駄にしない、宝の山の活用がある
。その他のセールスレップとして、子育てを終えた主婦、年齢や性別
などの差別で働きたくても就職できない人、フルタイムでは働けない
が、パートタイムなら働ける人などを活用する。

トーチライン

マッチング

トーチライン

マッチング

企業
・人件費の削減
・売る力不足

・市場動向調査

企業
・人件費の削減
・売る力不足

・市場動向調査

・商品、サービスの提供
・セールスツールの提供
・専門的、技術的
　サポート
・クロージング等の
　セールスレップ補助

求職者
・死ぬまで現役

・スキル活用
・パートタイム就

職

求職者
・死ぬまで現役

・スキル活用
・パートタイム就

職

Win/Win関係構築

【企業】 【トーチライン】

【セールスレップ】
【顧客】

商品・サービス

事業開始

（営業代行の特徴）

・営業機能を外注化することにより付随する経費の削減。低リスク、低コ
ストでより広い市場開拓が可能。（コスト削減）

・様々な人材ネットワークを持った多彩なバックボーンの人材を利用でき
るため「見込み客」獲得が効率的である。他業種経験者、地域情報通、主
婦層、SOHO（販路の拡大）

・セールスレップが個別のテーマで「コミュニティ営業」を展開することで、
信頼性、社会認知度をアップなど初期障害となるトラブルや投資を抑制。

・顧客の要望のフィードバック情報入手が容易であり、より細かな対応や
商品サービスの向上が迅速（顧客満足）

営業代行営業代行

・セールスレップ募集
・セールスレップ教育指導
・情報化、ネットワーク化
・手数料管理
・セールスツールの作成
・市場調査
・フィードバック情報の提供

代金

契約

・成功報酬
・包括

手数料 手数料

契約

注文 注文

契約

対話

商品、サービス
の購入者

注文 ・顧客情報の収集、提供
・顧客との契約、注文
・顧客開拓
・市場調査
・地域密着、テーマ密着など
自己のコミュニティでの「対話」

（営業代行の展開）

商品の確認 契約・手続き
事項の決定

セールスレップ
募集

研修

・扱う商品サービスの決定

・価格に対する手数料の割合、支払い方法、契約書などの書式策定

・営業手続きの詳細、規約取決め

・マネジメント部門の予算

・レップ募集要領の作成

　EX.各コミュニティ例

　中高齢者、主婦層、
福祉関連等テーマ別、地域活動

４.ソーシャルビジネスのアイディア⑧
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「まごころユニオン」（一隅を照らす、これ則ち国宝なり！）

　非正規労働者の問題として、「安定した仕事に就けない」、「賃金が安く普通の生活ができない」、

「将来に希望が持てない」などがあり、不安を感じている若者が増加している。そうした若者達の受
け皿として、「まごころユニオン」（＝労働組合）を作る。まごころユニオンでは、組合員の安定した雇
用と収入を目指し、スキルアップ教育を提供し、将来に希望を持てる人材を育成することを使命とす
る。また、ユニオンでは、若者に限らず、障害者、中高齢年者など雇用弱者の救済も使命とする。

　「一隅を照らす、これ則ち国宝なり」とは、天
台宗の開祖である最澄（さいちょう）の言葉で、
「それぞれの立場で精一杯努力する人はみん
な、何者にも代えがたい大事な国の宝だ」とい
う意味。宝を腐らせてはいけない。

「正規雇用者と非正規雇用者の推移」　労働力調査より

非正規率
37.5％

非正規率
37.5％

（課題）

総務省の労働力調査によると、2014年の雇用者は5240万人で、このうち正規雇用は3278万人と前年度に
比べ16万人の減少となった。一方，非正規雇用は1962万人と56万人の増加となった。また、女性の非正
規雇用の年間収入は，100 万円未満が46.2％と驚きの数字である。このままでは将来、国が成り立たない

事態に陥る。この問題は、一個人、一企業の問題ではなく、社会全体で取り組むべき問題である。

（なぜ？ユニオンか）

　職業安定法第４４条で「労働者供給事業」は禁止されています。しかし、同法第４５条で「労働組合等が、
厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる」と規定しています。そ
こで、ユニオンを通して労働者供給事業を行います。

（ユニオンが目指すもの）

　・企業への働きかけ（社会的意義、コストメリット等の説明）で、安定的な雇用と収入確保。

　・スキルアップ教育を通し、チャンスを生かせる人材育成。

　・「やりがい」「生きがい」を取り戻す。

・社会貢献への参加
・人件費の変動費化
・派遣と比べたコスト
　削減
・人事・労務管理業務
　の軽減

【企業】
【SBRC】

・労働者供給事業
・安定雇用と収入
・スキルアップ教育の提供
・モチベーションアップ

契約 非正規雇用

日雇労働者

障害者

中高齢者

ニート 低賃金労働

引きこもり

【まごころユニオン】

支援

・企業営業
・ユニオン設立
・人事・労務管理代行
・スキルアップ教育
　（PCスキル、営業等）
・マナー教育
・モチベーションアップ
・ユニオンの拡散

支払い
￥1,250

賃金
￥1,000

マージン
￥２５０

（派遣）

支払い
￥1,150

賃金
￥1,100

￥５０

（ユニオン）

￥１００
Down

￥１００
UP

「派遣とのコスト比較」

４.ソーシャルビジネスのアイディア⑨
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「おまかせ介護」　　
　　企業で働いている社員にとって、子育てと親の介護は大きな問題となっている。子育てに関しては政府も積極的に取り組んでいるが、介
護に関してはまだまだ遅れているのが実情である。そんな中で、介護を企業の福利厚生としてアウトソーシング、専門的なサービスとして
提供する。

（介護に専門特化した内容の濃いサービスを提供する福利厚生アウトソーシングサービス）　
　　

「要介護度別認定者数の推移」

「厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」/平成25年度より

年々増加
している

年々増加
している

（課題）

　総務省「人口推計」によると、65歳以上の高齢者人口は、平成24年10月1 日現在て3゙,079万人、高齢化率
は24.1%と なっており、5人に1人か高゙齢者という「超高齢社会」に突入している。高齢者人口の増加は要介
護者数の増加であり、いわは働゙き盛りの世代の介護の負担か増゙すことになる 。介護の期間の長さ、必要

とする介護の内容は、個々人により違い、育児に比へで先か見゙えにくい。介護をしなから゙ても゙長く働き続け
ることかでぎる職場環境を整備 し、介護による離職を防くごとは、重要な課題てあ゙る。

（なぜ？アウトソーシングか）

　こうした介護の問題を一部の大企業が福利厚生の一つとして取り組むことは可能だろうが、中小企業では
極めて困難である。しかし、アウトソーシングすることにより、専門的知識、初期投資等を必要とせずに実現
可能となるのである。

（企業のメリット）

　・介護問題による離職者の予防及び生産性の低下予防

　・介護の専門的知識、初期投資が不必要

　・ライフワークバランスの実現

　・企業イメージの向上

福利厚生
（介護）

【企業】 【提携先】

・各種サービスの提供
　　　教育・相談
・施設紹介
・関連業者紹介
・モチベーションアップ

契約

社員

【おまかせ介護】

・ケアマネージャー
・介護施設
・福祉学校
・病院
・介護サービス業者
・福祉用具販売業者
・葬祭業者
・墓地墓石販売業者

etc

契約

会費

サービス

対価の支払い

サービス提供

（ビジネス図） （段階別サービス）

介護準備

介護

逝去

・介護教育、相談
・ケアマネージャー紹介

・在宅介護　（ディサービス紹介、介護指導、
介護リフォーム紹介、介護用品販売等）
・施設介護　（施設・病院の紹介斡旋等）
・法律相談　（後見人制度、相続等）

・法律相談（相続等）
・紹介（葬祭業者、墓地墓石業者）

―１４－
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「CJサポート（College＆Job」　（若者の県外流失を防ぐ新たな形）

　地元新潟の企業に働きながら、地元新潟の学校（大学、各種専
門学校）で学ぶ。経済的に就学が厳しい学生に、学ぶチャンスを
与える。就学希望の学生を企業が採用し、学生はそこで働きその
給与で、学校に通学する。卒業後は、そのままその企業に就職し
てもよし、他の企業へ就職しても良い。学生の自由である。

　CJサポートは、就学を希望する学生、人材を確保したい企業、
学生を確保したい学校をサポート応援し、３者をマッチングするサ
ービスです。若者（学生）が地元新潟に残り、地域の活性を目的と
するものです。新聞奨学生をイメージしたビジネスモデル。

就労＆就学応募 面接 採用

（概要）

　～学生～

　　　・働きながらの就学

　　　・学費の一部もしくは全額を給与で賄う

　　　・卒業と同時に退社、その後は自由

　～企業～

　　　・就学中のみの採用

　　　・勉学に配慮

　　　・寮、社宅などの斡旋などのサポート

　～学校～

　　　・学生サポート

平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７

進学者総数 （人） 11,517 11,383 10,915 10,786 10,701 10,476 10,343

県内進学者数（人） 4,350 4,308 4,124 4,002 4,113 3,908 4,023

県外進学者数（人） 7,167 7,075 6,791 6,784 6,588 6,568 6,320

県内進学者率（％） 37.8 37.8 37.8 37.1 38.4 37.3 38.9

【県内県外別大学等進学者の推移】

　(新潟県平成27年度　大学等進学状況調査)

約６０％の学生が県外へ

企業
連携 学校

学生

CJサポート

就労 就学

（相関図）

学生の確保
地域貢献

優秀な人材の確保
労働力の確保

学ぶチャンス
学費を賄える

地域貢献

卒業＆退社

４.ソーシャルビジネスのアイディア⑪
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「Niinet（Niigata influencer network）にいねっと」　　　　　　　　

　　　　　　　　
　インフルエンサーとは。。。。。。。？
　人々に影響を及ぼす人物をいい、とくに人気のある芸能人やスポーツ選手、識
者などの有名人をはじめ、あるコミュニティや分野のなかで大きな影響力をもつ
人。また、その発言が信頼される人。

　　インフルエンサーはネット上に限らず、私たちの地域やコミュニティーの中に
きっといるはずです。そんな新潟のインフルエンサーを結び付け、新潟を活性化
し、新しい新潟の可能性を追求できるネットワークの構築を目標としています。

　

４.ソーシャルビジネスのアイディア⑫
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新潟のインフルエンサー
よ、集まれ！

新潟のインフルエンサー
よ、集まれ！

核融合

重水素（D)

三重水素（T)

中性子（ｎ)

ヘリウム（He)

Niinet

インフルエンサー 新製品

インフルエンサー

新プロジェクト

＝

スポーツ選手
（アルビレックス/大相撲等）

【インフルエンサー】

・交流会の主催
・情報誌の発行
・ソーシャルビジネス会議

専門分野

【Niinet】

交流/情報交換

Niinet

芸能人
（NGT４８等）

【インフルエンサー】

入会
希望

紹介/

推薦

専門分野

・情報交換
・ビジネスチャンス

・情報交換
・ビジネスチャンス

審査/

承認
入会



「大人の寮」（高齢者の新しい住み方を提案）

　高齢者の独り暮らし、高齢者のみの世帯、共通した問題は生活の不安や淋しさです。昨今の日本において大きな社会
問題となっています。これは高齢者に限った問題ではなく、ライフスタイルの変化により結婚しない男女が増加し中高年
の独り暮らしも同じような問題を抱えています。この問題を解決する為、新しい住み方、「大人の寮」を提案します。

　「大人の寮」では、それぞれの住まいは独立した普通のマンションのような住戸で、個人の自由な通常の生活はしっか
り確立し、ライフスタイルに合わせた部屋の種類を準備します。そして、最大の特徴である食堂を完備し、基本的に朝/夕

の食事が賃料に含まれています。また、様々な共同スペース、シェアリングカーやバイクなども準備します。

　高齢者や独り暮らしの方の共通の問題は、バランスの摂れた食事をとることです。食事を寮の仲間と取ることにより生
活の不安や淋しさは軽減されるはずです。

　子供との別居、パートナーとの死別、未婚など理由色々あるが、現在高齢者の独り暮
らしが増加し、社会問題化している。２０１５年の厚生労働省の国民生活基礎調査よると
、６５歳以上の高齢者がいる世帯の家族構成分布の推移では、お年寄り一人だけの「単
独世帯」は26.3％。高齢者がいる世帯のうち、4世帯に1世帯強は「その高齢者が1人だ
けの世帯」となっている。また、子供や孫がおらず、夫婦(大抵の場合は双方とも高齢者)
だけの高齢者世帯は31.5％。これらを合わせた「お年寄りだけの世帯」は56.0％となり、
過半数を占めるどころか6割近い計算となる。

４.ソーシャルビジネスのアイディア⑬
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【大人の寮】

住まいと食事がセット！

（特徴）

　・朝/夕の食事込の賃料　　・希望者には昼食を提供
　・部屋は数タイプ準備　　　・Caféを併設（食堂を利用）

　・共同キッチン　　・共同浴場　　・共同リビング
　・共同菜園　　・ゲストルーム　　・コインランドリー
　・オプションサービス（ハウスクリーニング、ランドリーサービス
　・シェアリングカー＆バイク　　　・駐車場

１人世帯が1678万５千世帯（一般世帯の32.4％）と最も多く，世帯人員

が多くなるほど世帯数は少なくなっている。

年々1人世帯

が増加

「平成22年国勢調査　より

「ガベージニュース」　より



「ダイバーシティ新潟！」　（ビジネスコミュニケーションで、環日本海の国々と繋がる）

　かって新潟は、日米修好通商条約で、開港した五港（横浜、長崎、函館、神戸、新潟）の一つでした。しかし、他の港がオシャレで異文化情
緒溢れる港町であるのに対して、新潟はどこか地味なイメージが付きまといます。そこで今こそ歴史と文化に裏打ちされた新潟に光を取り戻
すときです。

環日本海の国々（日本、ロシア、中国、モンゴル、北朝鮮、韓国）と結び付き、ビジネスと文化の交流を図り、「ダイバーシティ新潟」を実現す
るのです。人や物が積極的に交わることにより新しい可能性が生まれます。そして、大切なのはビジネスで交流することで、より深く交流する
ことが可能になります。

　また、我々が抱えている社会的課題は、今後アジアの国々でも経験するものが多いはずです。これまでの経験を活かし、ソーシャルビジネ
スで解決することもできます。

日本海の国々に限らず、東南アジア、南アジアまで交流を広げれば、約４０億人と繋がることになり、世界人口７０億人の半数以上の人とビ
ジネスができるのです。　

新潟
韓国

北朝鮮

中国

モンゴル

ロシア

環日本海　
約１７億人

その先

東アジア１７億人
東南アジア６億人
南アジア１７億人　

合計４０億人

新潟

　　　
ダイバーシティ新潟

　刺激と多様性
　活性化

（新潟の利点）

　・地理的条件　　・日本海最大の都市
　・首都圏のバックアップ都市として
　・穏やかな景色と環境　・歴史と文化
　・農業力
　　（食糧自給率６３％　政令市中１位）　

（ビジネスの可能性）

　・農産物/農産加工品の流通

　・観光産業　　・ソーシャルビジネス　
　・新しいビジネス創出
　・国外からの移住促進ビジネス

東アジア

東南アジア

南アジア

　　　　　　　　　　　　　　（ソーシャルビジネス）

　　　　　　　　　　　　　　　　・共通の社会的課題
　　　　　　　　　　　　　　　　・課題の共有　
　　　　　　　　　　　　　　　　・経験を活かした解決策
　　　　　　　　　　　　　　　　・ソーシャルビジネス

発見

共有

解決

仕事

―18－

４.ソーシャルビジネスのアイディア⑭


